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略語表    　　　　　　　　　　　　　　　　
S＝ソプラノ Hrn＝ホルン
M-s＝メゾソプラノ Trp＝トランペット
A＝アルト Trb＝トロンボーン
Ct＝カウンターテナー Tub＝チューバ
T＝テノール Mand＝マンドリン
Br＝バリトン Mrmb＝マリンバ
Bs＝バス Perc＝打楽器
Vo＝ヴォーカル Vn＝ヴァイオリン
Cemb＝チェンバロ Va＝ヴィオラ
Org＝オルガン Vc＝チェロ
Pf＝ピアノ DB＝コントラバス
Fl＝フルート Hrp＝ハープ
Ob＝オーボエ Guit＝ギター
Cl＝クラリネット Fg＝ファゴット
Cho＝合唱 Sax＝サクソフォーン

サントリーホール
オルガン プロムナード  コンサート
のお知らせ

ランチタイム（12:15〜12:45）に
無料のオルガンコンサートを開催しています。
お昼のひととき、お気軽にお立寄りください。
開催日：2 月15日（木）

3 月 8 日（木）

同日、コンサートの前後にバックステージツアーを開催。
応募詳細はホームページ（http://suntory.jp/HALL/）
またはチケットセンター（TEL. 0570-55-0017）まで。

●　  印のある公演のチケットは、サントリーホール
　チケットセンターで取り扱っています。
　営業時間 10:00〜18:00
　　TEL  0570-55-0017
　チケット窓口営業時間 10:00〜18:00
（18:00以降に開演の公演がある場合は、開演時間迄営業。

休館日は休業）
●インターネットからのチケット購入は、「サントリーホール・

メンバーズ･クラブWEB」（http://suntoryhall.pia.jp/）
をご覧ください。

●曲目、出演者、開演時間等に変更のある場合もございます。
予めご了承ください。

●一部売り切れの公演もございます。
●乳幼児等就学前のお子様の同伴･入場は特別な公演を除き

ご遠慮いただいておりますのでご注意願います。

●　  印の公演は、「サントリーホール佐治敬三ジュニア
　プログラムシート」対象公演です（小･中学生対象）。
　1公演につき2名1組で3組、計6名様をご招待します。詳し
　くは、サントリーホールのホームページをご覧ください。
●　  印の公演は、「サントリーホール  ENJOY!  MUSIC
　プログラム」の一環として開催されます。
● 色文字の公演は、サントリーホールの主催公演です。
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●公演についての詳しい情報は、サントリーホール
　のホームページ（http://suntory.jp/HALL/）を
　ご覧ください。

2月公演最新情報はこちら

〈表紙について〉

サントリーホールには、ロゴマークをはじめ「響」をモチーフ
とするデザインやアート作品がいくつもあります。エントラン
ス上の内壁にあるモザイク壁画もまた、「響」をテーマにした、
日本近代美術史における抽象絵画のパイオニア、宇治山哲平
最晩年の作品です。御影石など世界各地の8種の石を、たて
4.12メートル、よこ12メートルもの壁全体を使って配置し、
ホールに広がる響きを表現しています。

新日本フィルハーモニー交響楽団
第584回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/マルクス・シュテンツ(指揮)
曲目/ヘンツェ：ラ・サルヴェ・インカンタータ

ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

アンナ・ヴィニツカヤ ピアノ・リサイタル
曲目/プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第4番 ハ短調 op.29

ショパン：24の前奏曲 op.28、他
開演/19:00
料金/S6,000〜P3,000
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

●ブルーローズ（小ホール）

（ 保 守 点 検 ）

〈第68回 住友商事ヤング・シンフォニー〉

ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ
第52回定期演奏会
出演/松原勝也(指揮&Vn)
曲目/シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

チャイコフスキー：交響曲第6番 ｢悲愴｣、他
開演/14:00
料金/S3,000　A2,000 （11月上旬発売）
問/ジュニア・フィルハーモニック･オーケストラ　03-3748-5441

●ブルーローズ（小ホール）

バイオリニストTSUMUZI（ツムジ）
『二月二十六日のタンゴ』記念コンサート2018
出演/藤井空(Pf)、侑音(Guit)、池田暢夫(DB)、津島周平(Perc)、

伊集院史朗(パルマ)、他
開演/19:00　料金/S6,000　自由5,500
問/エルネスト・シエーロ・レコーズ　090-3540-2077

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

集中出版10周年記念コンサート
出演/佐野成宏(T)
開演/17:45
入場/招待のみ
問/集中出版10周年記念コンサート事務局　03-6279-4417

読売日本交響楽団第609回名曲シリーズ
出演/ユーリ・テミルカーノフ(指揮)、レティシア・モレノ(Vn)
曲目/プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番 ト短調 op.63

ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界から」、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

宮田まゆみ 笙リサイタル
甦る古譜と現代に生きる笙シリーズⅣ〈第1回〉
―青海波と新しい波―
出演/八百谷啓(篳篥・メイ) 、他
開演/14:00　料金/指定5,000、他
問/AMATI　03-3560-3010

〈大和証券グループ presents〉

辻井伸行日本ツアー début 10 years
曲目/リスト：ラ・カンパネラ

カプースチン：8つの演奏会用練習曲、他
開演/19:00
料金/S7,000〜B5,000 （11/19発売）
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

森山良子(Vo) 
with 東京フィルハーモニー交響楽団
～ Ryoko Classics 3 ～
出演/鈴木織衛(指揮)、中島剛(Pf)
曲目/この広い野原いっぱい、涙そうそう、Ave Maria、星に願いを、他
開演/15:00
料金/S8,000〜B6,000
問/東京音協　03-5774-3030

●ブルーローズ（小ホール）
〈「月刊美楽」 presents〉

TAIRIKU(Vn＆Va)×水谷晃(Vn) 
CONCERT2018
開演/14:00　料金/指定5,000
問/チケットポート　03-5561-9001

都響プロムナードコンサートNo.376
出演/準・メルクル(指揮)、エドガー・モロー (Vc)
曲目/ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104 B191

シューマン：交響曲第3番 変ホ長調 op.97 「ライン」、他
開演/14:00
料金/S5,800〜P2,500 
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

ACF全国アマチュア室内楽フェスティバル2018
出演/朝岡聡、安田佑子(司会)、昨年度聴衆賞受賞アンサンブル、他
開演/16:00　料金/自由2,500 （12月下旬発売）
問/テレビマンユニオン音楽事業部　03-6418-8617

（ 休 館 日 ）

NHK交響楽団第1881回定期公演
出演/パーヴォ・ヤルヴィ (指揮)、諏訪内晶子(Vn)
曲目/武満徹：遠い呼び声の彼方へ！（1980）

ワーグナー：楽劇 『ニーベルングの指環』管弦楽曲集、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （11/5発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

ギドン・クレーメル(Vn)、リュカ・ドゥバルグ(Pf)
＆クレメラータ・バルティカ
曲目/モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K216

モーツァルト：ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K414、他
開演/19:00
料金/S12,000〜C4,000 （11/8発売）
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

（ 保 守 点 検 ）

●ブルーローズ（小ホール）

（ 保 守 点 検 ）

NHK交響楽団第1881回定期公演
[2月21日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

サントリーホール オペラ・アカデミー
オペラティック・コンサート
出演/迫田美帆､熊田祥子､大田原瑶､金子響(S)､細井暁子(M-s)､

石井基幾(Br)､古藤田みゆき(Pf)､朝岡聡(ナビゲーター )、他
開演/19:00　料金/指定3,000 （11/30発売）
問/サントリーホール 0570-55-0017

（ 保 守 点 検 ）

ギドン・クレーメル(Vn)、リュカ・ドゥバルグ(Pf)
デュオ・リサイタル
曲目/J.S.バッハ：トッカータ ハ短調 BWV911

シューベルト：ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 ハ長調 D934、他
開演/14:00
料金/S10,000〜C4,000 （11/8発売）
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

●ブルーローズ（小ホール）

第9回港区文化芸術フェスティバル 
United Voices ～未来へつなぐ歌声～
開演/未定　入場/招待のみ
問/港区地域振興課文化芸術振興係　03-3578-2584

東京フィルハーモニー交響楽団
第902回定期演奏会
出演/ミハイル・プレトニョフ(指揮)、牛田智大(Pf)
曲目/グリーグ：ピアノ協奏曲

シベリウス：交響曲第7番、他
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 
問/東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

●ブルーローズ（小ホール）

魚谷絵奈ピアノ・リサイタル
開演/19:00　料金/未定
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

読売日本交響楽団第575回定期演奏会
出演/ユーリ・テミルカーノフ(指揮)、ニコライ・ルガンスキー (Pf)
曲目/ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 op.43

レスピーギ：交響詩 「ローマの松」、他
開演/19:00
料金/ S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 公 演 予 定 ）

ららら♪ クラシック コンサート
出演/川久保賜紀、辻彩奈、成田達輝、松田理奈、宮本笑里(Vn)、他
曲目/クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ

サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン、他
開演/14:00
料金/S7,800〜P5,000
問/テンポプリモ　03-3524-1221

●ブルーローズ（小ホール）

吉野直子ハープ・リサイタル 2018
―第1部：バッハの音宇宙　第2部：ピアノ名曲の数々―
開演/14:00
料金/指定5,000、他
問/AMATI　03-3560-3010

札幌交響楽団 東京公演 2018
出演/マックス・ポンマー (指揮)
曲目/ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調 op.68 「田園」

ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op.67 「運命」
開演/19:00
料金/S6,000〜C3,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

アレクサンドル・クニャーゼフ
J.S.バッハ「無伴奏チェロ組曲」全曲演奏会
開演/18:00　料金/指定7,000
問/AMATI　03-3560-3010

フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団
第63回演奏会
出演/小林研一郎(指揮)
曲目/ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 op.92

ストラヴィンスキー：バレエ音楽『春の祭典』
開演/14:00
料金/S3,000〜P2,000 
問/PEO事務局　03-3565-6383

●ブルーローズ（小ホール）

ホテルふじ50周年コンサート
出演/大貫祐一郎(指揮&Pf)、渡辺剛(Vn)、高橋辰巳(DB)、

花木さち子、渋谷文太郎(Vo)、他
開演/17:30　料金/未定
問/ホテルふじ　055-262-4524

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
第223回定期演奏会
出演/大河内雅彦(指揮)
曲目/チャイコフスキー：イタリア奇想曲

ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番（シェーンベルク管弦楽編曲版）、他
開演/19:00
料金/S2,000〜B1,000 （12/12発売）
問/慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ(広報 山本)

070-5021-0105

●ブルーローズ（小ホール）

奈良龍二バイオリン教室コンサート
開演/14:00　入場/関係者のみ
問/奈良　03-5485-4718

サントリーホール オルガン プロムナード コンサート
出演/冨田真希(Org)
開演/12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

早稲田大学交響楽団第201回定期演奏会
出演/山下一史(指揮)、林英哲と英哲風雲の会(和太鼓)
曲目/R.シュトラウス：家庭交響曲 op.53

石井眞木：日本太鼓とオーケストラのための 「モノ・プリズム」、他
開演/19:00
料金/S3,500〜B2,500 （12/13発売）
問/早稲田大学交響楽団　03-3204-3585

及川浩治ピアノ・リサイタル
『名曲の花束』

曲目/J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調 BWV565(ブゾーニ編)
リスト：愛の夢第3番、他

開演/14:00
料金/S5,000　A4,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

ソプラノ リサイタル vol.20
出演/鴨田直子(S)、福崎由香(Pf)
開演/14:00　料金/自由3,000 （11/15発売）
問/鴨田　090-4845-4172
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略語表    　　　　　　　　　　　　　　　　
S＝ソプラノ Hrn＝ホルン
M-s＝メゾソプラノ Trp＝トランペット
A＝アルト Trb＝トロンボーン
Ct＝カウンターテナー Tub＝チューバ
T＝テノール Mand＝マンドリン
Br＝バリトン Mrmb＝マリンバ
Bs＝バス Perc＝打楽器
Vo＝ヴォーカル Vn＝ヴァイオリン
Cemb＝チェンバロ Va＝ヴィオラ
Org＝オルガン Vc＝チェロ
Pf＝ピアノ DB＝コントラバス
Fl＝フルート Hrp＝ハープ
Ob＝オーボエ Guit＝ギター
Cl＝クラリネット Fg＝ファゴット
Cho＝合唱 Sax＝サクソフォーン

サントリーホール
オルガン プロムナード  コンサート
のお知らせ

ランチタイム（12:15〜12:45）に
無料のオルガンコンサートを開催しています。
お昼のひととき、お気軽にお立寄りください。
開催日：3 月 8 日（木）

同日、コンサートの前後にバックステージツアーを開催。
応募詳細はホームページ（http://suntory.jp/HALL/）
またはチケットセンター（TEL. 0570-55-0017）まで。

●　  印のある公演のチケットは、サントリーホール
　チケットセンターで取り扱っています。
　営業時間 10:00〜18:00
　　TEL  0570-55-0017
　チケット窓口営業時間 10:00〜18:00
（18:00以降に開演の公演がある場合は、開演時間迄営業。

休館日、12月31日〜1月3日は休業）
●インターネットからのチケット購入は、「サントリーホール・

メンバーズ･クラブWEB」（http://suntoryhall.pia.jp/）
をご覧ください。

●曲目、出演者、開演時間等に変更のある場合もございます。
予めご了承ください。

●一部売り切れの公演もございます。
●乳幼児等就学前のお子様の同伴･入場は特別な公演を除き

ご遠慮いただいておりますのでご注意願います。

●　  印の公演は、「サントリーホール佐治敬三ジュニア
　プログラムシート」対象公演です（小･中学生対象）。
　1公演につき2名1組で3組、計6名様をご招待します。詳し
　くは、サントリーホールのホームページをご覧ください。
●　  印の公演は、「サントリーホール  ENJOY!  MUSIC
　プログラム」の一環として開催されます。
● 色文字の公演は、サントリーホールの主催公演です。
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●公演についての詳しい情報は、サントリーホール
　のホームページ（http://suntory.jp/HALL/）を
　ご覧ください。

3月公演最新情報はこちら

東京フィルハーモニー交響楽団
第904回定期演奏会
出演/アンドレア・バッティストーニ(指揮)、小曽根真(ピアノ)
曲目/グルダ：コンチェルト・フォー・マイセルフ

ラフマニノフ：交響曲第2番
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 
問/東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

●ブルーローズ（小ホール）

2018 ハンズオン東京 春のチャリティ・コンサート
出演/安達朋博(Pf)、LAST CALL 
開演/未定　料金/未定
問/ハンズオン東京　03-3583-2135

サントリーホール オルガン プロムナード コンサート
出演/マルティン・シュメーディング(Org)
開演/12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

加古隆(Pf)コンサート2018
「クァルテット・ベスト」

～加古隆クァルテットが奏でる映画音楽セレクション～
出演/相川麻里子(Vn)、南かおり(Va) 、植木昭雄(Vc) 
開演/14:00
料金/S7,000　A6,000
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

第8回チェロの日
出演/山本祐ノ介(指揮)、佐山裕樹、泉優志(Vc) 
開演/14:30　料金/自由3,500　チェロ協会会員3,000、他
問/日本チェロ協会　03-3505-1991

東京都交響楽団第850回定期演奏会
出演/エリアフ・インバル(指揮)、アレクサンドル・タロー (Pf) 
曲目/ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第2番 ヘ長調 op.102

ベルリオーズ：幻想交響曲 op.14
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000
問/都響ガイド　0570-056-057

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

〈バークレイズ証券株式会社 特別協賛〉
東京交響楽団＆サントリーホール「こども定期演奏会」
2017年シーズン 楽器ア・ラ・カルト
第64回「愉しいデザート」
出演/飯森範親(指揮)、荒木奏美（Ob）、鳥塚心輔(Trb)、坪井直樹（司会）
開演/11:00 （10:40〜プレトーク）　料金/1回券3,500
問/サントリーホール　0570-55-0017 

TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

栗友会(Cho)じゅうにもんめコンサート
出演/栗山文昭(指揮)、大塚直哉(Org)、ブルックナー管楽アンサンブル
開演/19:00　料金/S3,000、A2,000
問/栗友会事務所　03-3985-5356

●ブルーローズ（小ホール）

玉川学園ハンドベルクワイア 第10回定期演奏会
開演/19:00　入場/要整理券
問/玉川学園音楽研究室　042-739-8598、8537

〈リソー教育グループ主催 チャリティイベント〉

第18回トーマス・コンサート
出演/海老原光(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
開演/14:30
入場/無料 （抽選でご招待）
問/リソー教育グループ総合案内　03-5951-2801

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

新日本フィルハーモニー交響楽団
第585回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/タン・ドゥン(指揮)
曲目/オール タン・ドゥン プログラム
開演/14:00
料金/S8,000〜P4,000
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

●ブルーローズ（小ホール）

洗足学園音楽大学 大学院スペシャルコンサート
出演/洗足学園音楽大学 大学院各コースの教員と選抜学生
開演/15:00　料金/未定
問/洗足学園音楽大学　044-856-2713

ジャンルを越えた音楽のチカラを！
第6回「全音楽界による音楽会」
3.11チャリティコンサート
出演/渡辺俊幸(指揮)、上野星矢(Fl)、佐藤しのぶ(S)、ジョン・

健・ヌッツォ (T)、横山幸雄(Pf)、六本木男声合唱団、東
京女声合唱団、他

開演/18:30  
入場/無料［但し、お一人さま１万円以上の義援金を申し受けます］

（12/17受付開始）
問/3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構　03-3584-1608

トゥガン・ソヒエフ指揮
トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団
出演/諏訪内晶子(Vn) 
曲目/プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調 op.19

ストラヴィンスキー：バレエ『火の鳥』 （1919年版）、他
開演/14:00　料金/Pt22,000〜D5,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

後藤直子(Pf)＆ウィーン・ラズモフスキー弦楽四重奏団
開演/14:00  料金/自由4,000
問/ソレイユ音楽事務所　03-3863-5552

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮
ニューヨーク・フィルハーモニック
出演/五嶋龍(Vn)
曲目/メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64

マーラー：交響曲第5番 嬰ハ短調
開演/19:00 
料金/Pt35,000〜D9,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

宮本益光(Br)が贈るホワイトデーコンサート
NIKIKAI Days@Blue Rose 2018プレ企画
出演/加耒徹、近藤圭、与那城敬(Br)、加藤昌則(Pf)
開演/19:00　料金/指定4,500 （12/8発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

武蔵野合唱団第50回定期演奏会
出演/小林研一郎(指揮)、森麻季(S)、山下牧子(M-s)、西村悟(T)、

妻屋秀和(Bs)、日本フィルハーモニー交響楽団
曲目/ヴェルディ：レクイエム
開演/19:00
料金/S6,000〜B4,000、他
問/武蔵野合唱団　080-4811-4866

名古屋フィルハーモニー交響楽団
東京特別公演
出演/小泉和裕(指揮)、エンリコ・ディンド(Vc) 
曲目/チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲 op.33

チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 op.74 ｢悲愴｣、他
開演/15:00
料金/S6,200〜D2,100、他 
問/名フィル・チケットガイド　052-339-5666

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

シリーズ 「20世紀より」フォーレの会
開演/19:00　料金/自由 3,000
問/加納　03-3777-6272

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮
ニューヨーク・フィルハーモニック
出演/ユジャ・ワン(Pf)
曲目/ブラームス：ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 op.15

ストラヴィンスキー：バレエ音楽 『春の祭典』
開演/19:00 
料金/Pt35,000〜D9,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

読売日本交響楽団第576回定期演奏会
出演/ヘンリク・ナナシ(指揮)、ルノー・カプソン(Vn)
曲目/ブゾーニ：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35a

R.シュトラウス：交響詩 『ツァラトゥストラはかく語りき』 op.30
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

第26回三ツ星ベルトミュージックサロン
開演/14:00　入場/無料 （要事前申込み）
問/三ツ星ベルト 東京本社 総務統括部　03-5202-2500

日本フィルハーモニー交響楽団
第698回定期演奏会
[開演時間以外は3月2日と同内容]
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）

●ブルーローズ（小ホール）

第8回チェロの日
出演/伊藤悠貴、植草ひろみ、堤剛(Vc)、入江一雄、松浦朋子(Pf)
開演/15:00　料金/自由4,000　チェロ協会会員3,500、他
問/日本チェロ協会　03-3505-1991

がんばろう日本！スーパーオーケストラ2018
出演/海老原光(指揮)、金子三勇士(Pf)、小林美樹(Vn) 
曲目/メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64

リスト：ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調、他
開演/19:00
料金/指定3,800
問/毎日新聞社事業本部　03-3212-0804

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

〈東芝グランドコンサート 2018〉

サカリ・オラモ指揮BBC交響楽団
出演/小菅優(Pf)
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18

マーラー：交響曲第5番 嬰ハ短調
開演/14:00
料金/S18,000〜D6,000、他 
問/クラシック事務局　0570-012-666

トゥガン・ソヒエフ指揮
トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団
出演/エマニュエル・パユ(Fl)
曲目/ハチャトリアン(ランパル編)：フルート協奏曲

チャイコフスキー：バレエ音楽『白鳥の湖』から、他
開演/19:00 
料金/Pt22,000〜D5,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

午後のひとゝき ソプラノ コンサート
出演/鮒田純子(S)、一色礼子(M-s)、大山文子(Pf) 
開演/15:00　料金/自由2,000
問/鮒田　090-4934-6253

日本フィルハーモニー交響楽団
コバケン・ワールドVol.18
指揮/小林研一郎(指揮)、森麻季(S)
曲目/プッチーニ：オペラ 『ジャンニ・スキッキ』から ｢私のお父さん｣

マーラー：交響曲第4番 ト長調から第4楽章、他
開演/14:00
料金/S6,800〜P3,200、他 （11/15発売）
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

●ブルーローズ（小ホール）

宮嶋真理 ヴァイオリン・リサイタル
出演/鷲宮美幸(Pf)
開演/14:00　料金/自由4,000 （12/1発売）
問/ソナーレ・アートオフィス　03-5754-3102

〈大和証券グループ presents〉

辻井伸行日本ツアー début 10 years
曲目/リスト：ラ・カンパネラ

カプースチン：8つの演奏会用練習曲、他
開演/14:00
料金/S7,000〜B5,000 （11/19発売）
問/チケットスペース　03-3234-9999

日本フィルハーモニー交響楽団
第698回定期演奏会
出演/下野竜也(指揮)、ルイジ・ピオヴァノ(Vc) 
曲目/ユン･イサン：チェロ協奏曲

ブルックナー（スクロヴァチェフスキ編）：
「弦楽五重奏曲」から 「アダージョ」

開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000、他 （12/14発売）
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911
●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

オーケストラ・アンサンブル金沢
第34回東京定期公演
出演/井上道義(指揮)、反田恭平(Pf) 
曲目/ハイドン：交響曲第6番 ニ長調 「朝」、第7番 ハ長調「昼」、

第8番 ト長調 「晩」、他
開演/19:00
料金/S6,000〜C2,000 （11/19発売)
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

読売日本交響楽団第610回名曲シリーズ
出演/小林研一郎(指揮)
曲目/ビゼー：『アルルの女』第2組曲

ベルリオーズ：幻想交響曲 op.14、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

THE ORCHESTRA JAPAN
“First Recital”一音一会
出演/ライナー・ホーネック(指揮)
曲目/マーラー：交響曲第1番、他
開演/19:00　料金/Premium15,000〜B6,500 （12/10発売）
問/オーケストラ・ジャパン　03-6427-1630

●ブルーローズ（小ホール）

0歳児から参加OK! ぼくとわたしのコンサートデビュー
出演/中村備生(お話とナレーション)、菅野宏一郎(指揮)、東京室内管弦楽団
開演/11:00
料金/大人（自由）1,800、こども（0歳〜小学生・自由）500 （11/27発売）
問/東京室内管弦楽団　03-6459-0512

2017-2018 Winter 東京室内管弦楽団 平日マチネ Act.4
出演/菅野宏一郎(指揮)、菅原浩史（Br）、髙杉健人(DB)
開演/14:30　料金/自由3,500 （11/27発売）
問/東京室内管弦楽団　03-6459-0512

マレイ・ペライア ピアノ・リサイタル
曲目/シューベルト：即興曲集 op.142 D935

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 op.111、他
開演/19:00　料金/S13,000〜C6,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

（ 休 館 日 ）

東京交響楽団第658回定期演奏会
出演/マーク・ウィグルスワース(指揮)、ジェニファー・パイク(Vn)
曲目/シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47

ブルックナー：交響曲第4番 変ホ長調 「ロマンティック」
（1888年版/2004年コーストヴェット校訂版）

開演/18:00
料金/S8,000〜P2,500
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

大久保和世(S)リサイタル
出演/矢田部柾江(S) 、鈴木義弘(Bs)、武田香奈子(Pf) 
開演/14:00　入場/招待のみ
問/大久保　0424-83-7157


